
２７日、秋晴れの中町内の５，６年生１９７名が一堂に会して白鷹町小学校陸上大会が行われました。本校か

らは８６名が参加し、一人一人が活躍する大会となりました。未来の白鷹町を担う子ども達、いずれ白鷹中学校

の生徒として共に活動していく子ども達が、熱い戦いを終えて、蚕桑、鮎貝、東根の子ども達と笑顔で交流してい

る姿が印象的でした。お忙しい中、大きなご声援をくださった皆様、ありがとうございました。

白鷹町小学校陸上競技大会 荒砥小学校入賞者 （敬称略）

◆４×１００ｍリレー

荒砥小男子チーム 第１位 ５７”４５ 梅津裕大、佐藤晃晴、後藤理久、長谷部陽

荒砥小女子チーム 第１位 １’０１”６２ 青木心捺、青木美麗、鈴木美波、打田 蓮

◆５年男子 １００ｍ走 ◆５０ｍハードル走 ◆走り幅跳び

第 １位 佐藤晃晴 １５”１ 第１位 小林千里子 １０”７ 第３位 齋藤瑛仁 ３ｍ４５

第 ４位 齋藤瑠叡 １５”９ 第２位 青木美麗 １１”０ 第４位 鈴木絃太 ３ｍ２８

第１０位 高山迦斐 １６”９ 第５位 布施ななみ １１”８ ◆走り高跳び

◆５０ｍハードル走 第６位 野中 愛 １２”０ 第１位 梅津裕大 １ｍ２４

第１位 高山迦斐 ９”９ 到 ◆８００ｍ走 第２位 長谷部陽 １ｍ２４

第４位 小野龍二 １１”０ 第１位 青木心捺 ２’５０”４ 到 ◆ジャベリックボール投げ

◆１０００ｍ走 第３位 佐藤 凪 ３’０７”５ 第２位 高田翔人 ４０ｍ８３

第２位 鈴木歩杜 ３’３７”２ 第４位 梅津凜音 ３’０９”７ 第３位 布施光基 ４０ｍ６９

第３位 芳賀悠月 ３’４８”６ ◆走り幅跳び 第４位 横山 鷲 ３８ｍ８８

◆走り幅跳び 第４位 小林優那 ２ｍ７１ ◆６年女子 １００ｍ走

第２位 穂積英虎 ３ｍ０５ 第５位 鑪 弥生 ２ｍ６６ 第１位 打田 蓮 １５”９

第３位 奥山 陸 ２ｍ９６ 第６位 竹田真衣羽 ２ｍ５９ 第５位 鈴木美波 １６”５

第５位 浅野 嵐 ２ｍ６３ ◆走り高跳び 第７位 鈴木美冴 １６”７

第６位 梅津 尋 ２ｍ５８ 第１位 竹田佳菜 １ｍ００ 第８位 五十嶺真季 １６”８

◆走り高跳び ◆ジャベリックボール投げ ◆５０ｍハードル走

第１位 齋藤瑠叡 １ｍ１５ 第１位 伊藤絢子 ３６ｍ３６ 新 第２位 鈴木美冴 １０”７

第３位 佐藤晃晴 １ｍ１０ 第２位 五十公野ヒカル３３ｍ３９新 第３位 打田 蓮 １０”７

◆ジャベリックボール投げ ◆６年男子 １００ｍ走 第４位 松野きらら １１”２

第２位 工藤孝太朗 ４４ｍ７２ 新 第２位 長谷部陽 １４”８ ◆走り幅跳び

第３位 佐藤倖多 ３８ｍ００ 第４位 梅津裕大 １５”２ 第１位 鈴木美波 ３ｍ３９

第５位 小形竜輝 ３５ｍ４５ 第８位 後藤理久 １５”５ ◆走り高跳び

◆５年女子 １００Ｍ走 ◆５０ｍハードル走 第１位 五十嶺真季 １ｍ２０

第１位 青木心捺 １５”６ 到 第４位 後藤理久 ９”２ ◆ジャベリックボール投げ

第２位 青木美麗 １６”３ ◆１０００ｍ走 第１位 紺野美咲 ３０ｍ６８ 新

第３位 五十公野ヒカル１６”８ 第１位 髙谷洸瑛 ３’３０”０ 第２位 齋藤凛音 ２６ｍ４６

第５位 伊藤絢子 １７”２ 第２位 鈴木風琉 ３’３１”８ 第５位 小関理那 １９ｍ０４

第７位 高橋桜花 １７”５ 第４位 梅津星那 ３’４２”２

第９位 小林千里子 １７”６ 第５位 石山琥汰朗 ３’５０”６

第１０位 小林優那 １７”７ 第６位 海老名空来 ３’５２”５

白鷹町立荒砥小学校だより
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ひとつにまとまった「たくま魂」
ー 白鷹町小学校陸上競技大会 ー

校 長 齋 藤 芳 昭

新 = 新記録

到 = 到達賞



10/ ３（火） 長距離走大会

５（木） （３日予備日） 人権教室（４年）

６（金） 就学時健診 白Ｐ三役会理事会

９（月） ●体育の日

１２（木） 人権教室（４年生）

１８（水） ノーテレビ・ノーゲームデー

１９（木） 臨時休業日（職員の研修会の為）

２１（土） 学習発表会・地域文化発表会

２３（月） 振替休業日（２１日分）

２４（火） 読書デー

２８（土） 町おんがく祭

第６７回山形県統計グラフコンクール

入 選 ６年 鈴木 美冴 さん

〃 「なるほど！ 世界の小学校」

防火ポスターコンクール

佳 作 ３年 村山 隼斗 くん

〃 ４年 船山 翔空 くん

〃 ４年 竹田 あおい さん

〃 ５年 竹田 佳菜 さん

〃 ６年 宮澤 唯斗 くん

第２８回大ケヤキ全国書道展

努力賞 ４年 髙梨瑚太郎 くん

〃 ６年 齋藤 凛音 さん

〃 ６年 鈴木 美冴 さん

西置賜地区読書感想文コンクール

入 選 ２年 山口 佑真 くん

〃 ３年 紺野 友愛 さん

白鷹若鮎マラソン大会（２km走）

１年男子 第３位 梅津瑠鋳 くん

第５位 竹田圭吾 くん

１年女子 第３位 小川聖稀 さん

２年男子 第２位 岡本 誠 くん

第４位 佐藤銀河 くん

２年女子 第５位 志鎌はづきさん

４年男子 第１位 山口広起 くん

第５位 岡本悠生 くん

４年女子 第４位 竹田あおいさん

５年男子 第２位 鈴木歩杜 くん

５年女子 第６位 青木心捺 さん

６年男子 第６位 髙谷洸瑛 くん

心温まる手縫いの台ふき
ありがとうございます

白鷹町更生保護女性会様より

更生保護女性会の活動

犯罪や非行に陥った人たちの立ち直りを見守り、支

えようと活動する組織で、明治期より活動している。現

在１７万人の会員が、全国津々浦々で地域に根ざし

た自発的、自主的ボランティアを行っている。

白鷹町の会員は現在５９名。地域の中で見守りと

声がけをしながら、次世代を担う子どもたちの健全育

成を願って活動している。その一環として、町内各小

中学校で毎年９月に、子ども達の明るい将来を願って

「あいさつ運動」を展開するとともに、会員が一針一針

心を込めて縫い上げたタオル台ふきを寄贈している。

９月１９日、白鷹町更生保護女性会（会長 文屋百

合子様）の皆様にご来校いただき、朝のあいさつ運動

をしていただきました。本校では、児童会でも毎朝あい

さつ運動を展開しており、普段に増して元気な、そして

明るい「おはようございます。」というあいさつが響きわた

りました。

また、今年もたくさんの「台ふき」をいただきました。

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

１・２ねん生

「読み聞かせ」で心を耕す
２５日（月）は読書デーでした。今月も読み聞かせ

ボランティアの皆様のご協力をいただき、１，２年生を

対象に絵本の面白さを伝えることができました。

ありがとうございました。

読み聞かせの先生

小出 稔様 岡部トシ様

鈴木恭子様 松田伸子様


